
　

平成22年度業務実績報告書に関する
法人の自己評価の妥当性の確認一覧

平成23年8月12日
評価委員会

資料１－３（２）



年度
計画
No.

平成22年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 備考

8

・経済学部における新
たなキャリア形成ゼミの
実施など、各学部にお
いて実務経験者による
講義や参加型の講義
を充実させる。

・各学部の教育内容に応じて実務経験者による講義や参加型講義を各種
実施した。
（経済学部）実務経験者による双方向型授業キャリア形成ゼミ実施
（法学部）学生の自主的な学習取組の支援のため、ゼミ代表を集めたゼミ幹
事会の組織や、学生論文コンクールを実施。卒業後のキャリアを考える一助
とすることを目的とし基礎演習で実務経験者の話を聞く機会を設けた。法廷
傍聴・弁護士事務所訪問の実施。
（文学部）インターナショナルスクール、マスコミュニケーション論Ⅱ、国際
ジャーナリズム論Ⅰ等参加型授業の提供
（理学部）ガラス工作実習、機械工作実習、野外実習、植物園実習、臨海実
習等を実施
（工学部）実務経験者による講義、建築学科フィールドワーク、化学バイオ工
学科の論文講読・発表、情報工学科の論理回路の自由設計、都市学科の
市役所等での学外実施の実施
（生活科学部）ＱＯＬプロモーター育成による地域活性化事業の実施を通し
ての教育(事業のノウハウを活用した地域中学校のサービスラーニングによ
る地域人材育成への展開)
（医学科）早期臨床実習の実施

特に進捗して
いる

実務経験者による講義や
参加型の講義を充実させ
ることは年度計画に書かれ
ている内容であり、「特に
進捗している」といえる
か？

「特に進捗している」理由
が不明確。

各研究科において、高度
専門職業人養成を目的と
した取組が進められている
ことはわかるが、今年度計
画の自己評価が「特に進
捗している」となっているの
はなぜか？

18

・経営学研究科は、「医
療・福祉イノベーション
経営」をテーマとした社
会人プロジェクトを推進
し、実務経験者等を交
え、科学的・実践的な
医療・福祉経営モデル
のあり方を研究する。

・研究テーマを「医療・福祉イノベーション経営」として5年間固定し、学生募
集および実務家非常勤講師の選定にあたり、大阪府病院協会、大阪府私
立病院協会、大阪府看護協会、大阪府社会福祉協議会の協力を得て、医
療、福祉分野で実務経験を持つ人を募り、実務経験者等を交え、科学的・
実践的な医療・福祉経営モデルのあり方を研究した。また、青山学院大学大
学院社会情報学研究科ヒューマンイノベーションコースとの社会人大学院
生・教員と合同研究会を開催した。これらの取り組みによって医療・福祉従
事者に対する医療・福祉経営の高度な専門的知識、医療ヒューマンリレー
ション・マネジメント、モチベーション、リーダーシップ、人的資源管理などに
ついての教育を行い、高度医療・福祉の職業人を育成した。
・同プログラムは大阪市経済成長戦略に加味されるなど今後の充実が注目
されている。
・大学院前期修士課程での社会人プロジェクト(医療・福祉関係者）在籍者
数/前期博士在籍者全数
21：13/55
22：26/58

特に進捗して
いる

No.18-1 年度の達成水準
が記述されていないので、
「特に進捗している」といえ
るか。

22年度の受験生は21年度よりも増加しており、合格数も
21年度より多い。また医療組織、福祉組織に従事する入
学者に対して医療経営、福祉経営、および医療・福祉イノ
ベーションについて高度専門教育を行い、高度な職業人
教育の充実を図っている。さらに大阪市の経済成長戦略
にも関わっているので、特に進捗していると判断した。

28

商学部経済学研究科のプロジェクトゼミや各学部にて実
務経験者による特別講義等を実施していることに加えて、
経済学部ではキャリア形成ゼミを新たに開始したほか、創
造都市研究科では地域活性化人材を育てる「地域活性
化教育プログラム(Ｒ2－3Ｓ）」からニューズレターを発行
するなど、高度専門職業人養成を目的とした取組みの充
実を図っており、こういった取組が大阪市の経済成長戦
略に盛り込まれたことから「特に進捗している」とした。

・第２回評価委員会に
おける大学からの意
見聴取事項とする。

第1回評価委員会での意見

平成22年度業務実績報告書に関する法人の自己評価の妥当性の確認一覧

・経済学部における新
たな実務経験者との双
方向ゼミ「キャリア形成
ゼミ」の開始など、該当
研究科において、今後
も高度専門職業人教
育のための取組を進め
る。

・該当研究科において、高度専門職業人育成を目的として学生が実務に触
れる各種取組を実施している。
（経済学部）実務経験者との双方向ゼミ「キャリア形成ゼミ」開始
（法曹養成専攻）弁護士事務所での2週間のエクスターンシップ実施
（工学部）企業・行政に勤務する実務経験者講師による講義「技術経営論」
「技術者倫理」、企業人講師による実務技術論の提供
（生活科学研究科）建築士認定のためのカリキュラム運用

特に進捗して
いる

・大阪市経済成長戦略にもりこまれたことは確
かに評価すべき要素であるが、項目として、
「特に進捗している」と評価する場合は、当初
の計画で達成しようとしていた水準を実質的
に上回っているかどうかを判断根拠としなけ
ればならないと考えられる。

１．教育に関する措置



年度
計画
No.

平成22年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 備考第1回評価委員会での意見

24

・大学教育研究セン
ターは引き続き、各種
調査および調査結果
の分析等を通じて、本
学の教育カリキュラム
等の現状を明らかに
し、教育の質の向上を
めざす。

・昨年度3月にまとめた「大阪市立大学における教育調査の現状と課題(大
学教育研究センター紀要第7巻第2号)」の報告を基に大学教育研究セミ
ナー（5/14,6/11,7/2,7/9）を開催し、本学の教育の質向上に向けて意見交
換を行った。
・本学の教育・ＦＤに関する教員の意識調査予備調査を実施した。（調査依
頼状と回答用紙を12月10日に配付し、3月末までに回答を回収した。）
・本学の教育・ＦＤに関する教員の意識調査予備調査を実施した。
・「各学部の初年次教育に関する調査」を実施し、初年次教育の効果につい
ても検討を行った。

進捗している 大学教育研究センターの
活動が活発に行われてい
る様子が伝わりますが、判
断基準に記されている「大
学教育研究セミナー」の開
催の成果がどのように現れ
たか、が評価されているで
しょうか。

年度計画にある「質の向上を目指す」とは質向上のため
の基礎作りを意味する。具体的には現状を明らかにし、
意見交換により課題の共有化をはかることにあった。この
ことにより、年度の後期に「各学部の初年次教育に関する
調査」の実施や「大阪市立大学教育改善・ＦＤ宣言」の作
成が、全学部の理解と協力のもとに実施できた。さらにこ
れらの活動をもとに各学部所属の大学教育研究センター
兼任研究員とともに、今年度教育改革に向けたプロジェク
トを複数立ち上げ、取り組むことにつながっている。これら
が大学教育研究セミナー開催の成果であると考えてい
る。

第１回評価委員会に
おいて「進捗している」
とのご判断を得たもの
と考えられる。

【法人の自己評価で妥
当】

グループ学習室利用件
数、医学分館閲覧が飛躍
的に増加しているので、
「特に進捗している」でもよ
いのでは？

グループ学習室利用件数
（増室前の平成20年度の
約1.9倍）、医学部館　閲
覧・研究個室利用件数（平
成21年度の2倍）とかなり増
加しているが、それでも「特
に進捗している」ではなく、
「進捗している」というのは
何故か？

・大阪市立の工業研究
所、環境科学研究所、
(財)大阪バイオサイエ
ンス研究所や大阪市
立病院群との共同研究
を推進するなど、大阪
市の有する研究機関
等との有機的連携を促
進する。

特に進捗して
いる

大阪市との研究機関との
連携について、「特に進捗
している」と判断された理
由が「包括連携協定の締
結」や「有機的連携」といっ
た表記にとどまっているた
め、やや理解しづらい。協
定や連携の内容、成果に
ついてより具体的に教示
いただきたい。

連携大学院などの研究環
境の整備が進んでいるの
はよいことですが、その結
果どのようなことが可能に
なったか、というようなこと
はまだ書けないのでしょう
か。少なくとも次年度には
成果に類することを記さね
ばなりませんので、それを
期待させるようなことがある
とよいかと感じます。

78

・22年6月より大阪市立工業研究所と包括連携協定の締結に向けたワーキ
ングを実施し、23年3月28日に包括連携協定を締結した。
・22年12月に「府大・市大ニューテクフェア」を開催するに際し、昨年度に引
き続き大阪市立工業研究所、環境科学研究所にもブース出展による協力を
仰いだ。
・23年3月25日に財団法人大阪市博物館協会と包括連携協定を締結した。
今後、人文科学・自然科学分野を中心に、共同研究等を展開する。
・工学研究科と工業研究所・環境科学研究所の連携大学院、医学研究科と
バイオサイエンス研究所の連携大学院を設置している。理系各研究科では
多数の教員が自然史博物館、科学館、動物園などの大阪市立の研究機関
と共同研究を行っている。
・医学研究科では、従前より、(財)バイオサイエンス研究所との連携大学院
協定の締結など、関連研究機関との有機的連携を整備している。引き続き、
関連研究機関との連携を整備する。

・総合的な教育研究支
援施設としての学術情
報総合センターの利便
性の向上（5階メディア
室の充実等）につい
て、継続的に検討を行
う。

グループ学習室及び医学分館の閲覧・研究個室の利用
増のみで「特に進捗している」と評価するまでにはいたら
ず、年度計画（総合的な教育研究支援施設としての学術
情報総合センターの利便性の向上（5階メディア室の充実
等））について、継続的に検討を行う。）を踏まえ、総合的
に判断し、「進捗している」との評価にとどめた。

・5階メディア室内の語学学習用ブースにパソコン4台を配置し、ネット教材の
利用を可能にした。昨年度グループ視聴室をグループ学習室に変更したの
に引き続き、ミニ学習室2室を設置し、グループ学習室でプロジェクタやスク
リーンを利用できるようにした。閲覧席を増設するとともに、各フロアの機能に
対応した閲覧席の配置替えを行った。

・医学分館9階の閲覧・研究個室7室にLANを敷設するとともに8・9階閲覧個
室にパソコンを設置し、ネット配信される臨床手技、国家試験対策などの動
画閲覧を可能にした。また、インターネットコーナーを整備し、パソコン4台を
増設した。
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習室利用件数
17　2,308　　18　2,357　　19　2,616
20　2,765　　21　3,859　　22　5,230
・医学分館　閲覧・研究個室利用件数
17　5,748　　18　6,072　　19　5,868
20　4,093　　21　3,233　　22　6,495

２．研究に関する措置
・研究推進本部：連携大学院設置による教育面での連
携、共同研究等研究面での連携、新たな技術・知見を共
有するためのイベントへの参画、企業からの技術相談へ
の共同対応等産学官連携面での連携等を行っている。

・経済学研究科：大阪市の研究機関そのものではない
が、我が研究科が医学研究科とともに行っている共同研
究「健康格差と都市の社会経済構造」（大阪市立大学・重
点研究）の一環として、この夏に実施される社会調査およ
び疫学調査は、大阪市の健康福祉局との連絡の下に行
われる予定である。

・文学研究科：平成22年に発足した(財)大阪市博物館協
会、ならびにそれに所属する複数の博物館群との共同研
究に取り組んでいる。　従来も、文学研究科教員と博物館
学芸員が共同で研究に取り組むことは少なくなかったが、
近年は学内競争的資金である「都市問題研究」などのプ
ロジェクトにおいて学芸員に共同研究員に就いてもらい、
組織的・継続的に共同研究に取り組んでいる。その成果
として、平成22年度には図録刊行、研究会の開催などを
行った。
平成23年3月に(財)大阪市博物館協会との間で結ばれた
連携協定は、院生・学生の教育、研究成果の市民に向け
ての共同発信などの地域貢献もふくむ包括的なもので、
その一つの柱として研究がある。たとえば、大阪城の構造
をテーマに、文学研究科、生活科学研究科、理学研究科
などの教員と複数の博物館群の学芸員が共同して文献、
現存建物、発掘調査、地中探査・ボーリング調査などを組
み合わせて行う文理融合型の総合調査などが予定されて
いる。将来的には、連携協定のもと、全国規模の学会の
大阪招致をはたすなどしてゆきたい。
次ページに続く

進捗している
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法人回答に対する異議は特になし。

法人回答に対する異議は特になし。

法人回答に対する異議は特になし。 第１回評価委員会に
おいて「進捗している」
とのご判断を得たもの
と考えられる。

【法人の自己評価で妥
当】

第１回評価委員会に
おいて「特に進捗して
いる」とのご判断を得
たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥
当】



年度
計画
No.

平成22年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 備考第1回評価委員会での意見

同上 同上 同上 同上

・女性研究者への支援
について、平成21年度
にワーキンググループ
で検討した具体的課題
について、必要性の高
いものから実施に向け
た検討を進める。

・平成22年度第1回研究推進本部会議において、副学長を長とする女性研
究者支援策検討ＷＧを新たに設置することが承認された。
・平成22年度ワーキンググループに委員5名の選出が行われた。
・検討に必要なデータ項目の抽出について、職員課と協議した。
　
・必要となるデータ抽出を平成22年度内に整えることが困難であるため、平
成23年度も継続して作業を行うこととなった。

進捗している ワーキンググループの委員
の選出やデータ項目の抽
出協議等の進捗度合いに
関する記述から判断する
と、「おおむね進捗してい
る」との評価が妥当ではな
いか。

女性研究者への支援につ
いて、21年度にワーキング
グループで検討した具体
的課題について必要性の
高いものから実施に向けて
検討を進めるのが今年度
の計画だったはずだが、22
年度に新たなWGを設置し
必要となるデータの抽出を
23年度に持ち越したのは
なぜか？また、支援を図る
体制の整備が完了しただ
けで「進捗している」と評価
できるか？

78

・工学研究科が連携大学院を実施している大阪市立工業
研究所とは、平成23年3月に大阪市立大学として包括連
携協定を締結した。これによって、研究者個々人の裁量
で行われてきた共同研究も、定期的に会合を持って組織
的な取組が容易に行えるようになった。また、連携の内容
には人材育成も含まれているので、工業研究所に指導を
受けている、あるいは共同研究を実施している企業研究
者が本学で博士号を取得することも、制度として検討でき
るようになった。22年度までにも、工業研究所で研究指導
を受けた企業研究者が工学研究科で博士の学位を取得
した例もある。平成23年3月に締結した包括連携によっ
て、このような例をさらに積極的に進めていこうということに
なったと考えている。さらに、共同研究の取組も増えてい
る。22年度よりCO2削減に関連してバイオマスに関する共
同研究もスタートしている。大阪市立大学と工業研究所が
包括連携協定を締結したというこの成果は、連携大学院
などの地道な活動を続けてきて、信頼関係を育んできた
成果であると考えている。工業研究所も法人化されたこと
から連携はさらに拡大するものと期待している。大阪市立
環境科学研究所との連携も、今後検討していく予定であ
る。

・医学研究科　連携大学院により共同で大学院生の教育
を行うことが可能となった。

上記のような各学部の特筆的な取り組みとともに、文学部
が中心ではあるが今年度新たに締結した博物館協会との
連携協定は、当初計画にはなかったもので「特に進捗し
ている」と判断した根拠となっている。全学的にみても単
に連携講座や研究者交流にとどまらずキャンパスメン
バーズ制度の開始など本学の教育研究の向上に大きく
資するものである。

人事データシステムが導入されていないことから、必要な
項目の抽出、クロス集計がほぼ不可能な状態にあることか
ら、作業可能範囲も含め、23年度に持ち越さざるを得な
い状況にあった。

当該中期計画最終年度である平成23年度の具体的対応
策実施に向けた、体制整備および課題抽出、実支援項
目の検討も進んでいることから、「進捗している」としてい
る。
　ただし、当項目は中期計画策定時は「女性研究者支
援」は重要であったが、現在は男女協働・ジェンダー等の
観点から、男女とも働きやすい環境整備が求められるよう
になってきている。こういった観点から次期計画も策定し
ていく必要があり、現時点では慎重な検討を要することか
ら、別途「厳密な現状把握」に努めることとしており、その
ためのデータ抽出等を行なっている状況にある。
これは、当該中期計画の内容の遅延を意味するものでは
なく、当該取組を更に深化させるべく着手しているものと
言える。

80‐3

同上 同上

・第２回評価委員会に
おける大学からの意
見聴取事項とする。

・男女協働やジェンダー等の視点も確かに重
要であるが、その検討をしながらでも、女性研
究者に対する支援の取組を進めることは可能
であると考えられ、取組実績及び法人回答に
記述された内容からは、順調に進捗している
とは判断できないのではないか。



年度
計画
No.

平成22年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 備考第1回評価委員会での意見

進捗している 公費による若手研究者支
援が困難な状況下での
様々な工夫は、「特に進捗
している」との評価の検討
に値すると考える。

ご意見のため、回答なし。

83

・学内機関リポジトリに
おいて学内の研究成
果を公開するとともに、
全学認証システム及び
全学ポータルシステム
の運用を開始し、安定
運用できるよう調整を
行う。

・平成22年度から実施の学内機関リポジトリによって、学内発行紀要論文
1,247件、学術雑誌論文16件を登録した。
・全学認証システム及び全学ポータルシステムが安定運用できるよう関係先
と必要な調整を行った。
・学位論文等76件を国立情報学研究所の受託事業である最先端学術情報
基盤整備事業（CSI事業）のコンテンツ作成経費（委託経費=160万円）により
デジタル化と登録を行なった。
・機関リポジトリ登録件数
22　 1,339件 (うち外部資金による登録76件）

進捗している 機関リポジトリの登録件数
を見る限り、当初の予定を
はるかに越える件数が登
録されており、この項目に
ついては｢特に進捗してい
る｣と評価とされてもよかっ
たのではないかと思われる
が、そのような評価とされな
かった理由はあるのでしょ
うか。

年度計画（・学内機関リポジトリにおいて学内の研究成果
を公開するとともに、全学認証システム及び全学ポータル
システムの運用を開始し、安定運用できるよう調整を行
う。）を踏まえ、総合的に判断し、「進捗している」との評価
にとどめた。

第１回評価委員会に
おいて「進捗している」
とのご判断を得たもの
と考えられる。

【法人の自己評価で妥
当】

81‐2

・特定研究奨励費によ
り若手研究者への研究
支援を行うとともに、文
学研究科、理学研究
科の「組織的な若手研
究者等海外派遣プログ
ラム」をはじめ、各研究
科において、ポスドクの
活用や研究科長の裁
量による研究助成など
により、若手研究者へ
の研究支援を促進す
る。

・特定研究奨励費について、6月に募集を行い、6件を採択した。
・特定研究奨励費予算配分
20：683万円　　21：662万円　　22：620万円

・新たに「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」に4件の
申請を行った。
・「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」に1件採択され
た。
事業名：アジア・アーツマネジメント研究機構確立のための若手研究者派
遣・育成プログラム
部局：都市研究プラザ
概要：期間H22.10.14～H25.3.31
交付金額　H22 14,406,000円、H23 26,682,300円（予定）
　　　　　H24 24,413,000円（予定）
事業内容　若手研究者海外派遣
　　　　　国際学術論文誌の共同編集・発行
　　　　　実践的研究イベントの開催
　　　　　国際的ネットワークの構築
・平成23年度戦略的研究経費の配分について協議
・平成23年度戦略的研究経費のありかたについて協議

公費による若手研究者支援については、現状況下（人員・経費削減）におい
て、困難を極めている。
このことから、若手研究者支援に係る外部資金の積極的な獲得を目指すこと
としている。
また、外部資金間接経費を活用した若手研究者支援について、各研究科長
の裁量で取り組んでいる。

・各研究科においても、状況に応じて若手研究者への研究支援の取組を
行っている。
（経営学研究科）7名を附属センターの特別研究員に採用
（経済学研究科）8名を特任助教に、2名を健康格差研究センターに採用
（文学研究科）都市文化研究センターでドクター研究員制度を維持、「組織
的な若手研究者等海外派遣プログラム」により、カナダ、フランス、イタリア、
イスラエル等に37名海外派遣
（理学研究科）同上プログラムにより若手研究者22名海外派遣、外部資金に
よりポスドク雇用
（工学研究科）研究科長裁量経費より、若手研究奨励助成を実施
（医学研究科）科研費セミナーや申請書の書き方アドバイスなど科研費申請
支援、ポスドク制度
（創造都市研究科）客員研究員制度により教員との共同研究

法人回答に対する異議は特になし。 第１回評価委員会に
おいて「進捗している」
とのご判断を得たもの
と考えられる

【法人の自己評価で妥
当】

法人回答に対する異議は特になし。
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【93‐2】
進捗している
【114】
特に進捗して
いる
【135】
進捗している

研究シーズ集は、記載形
式や記述の分かりやすさ
の観点でばらつき度合い
があまりにも大きく、年度計
画の達成水準を満たして
いるとは評価しがたい。何
らかの統一された編纂方
針やより積極的な位置づ
けが必要ではないか。ま
た、114に記載された最新
の研究成果に関する情報
発信との連携が効果的と
思われる。

研究シーズ集の作成の際は、全学共通フォーマットを用
い、通達による各教員への作成依頼だけでなく、新産業
創生研究センターの産学連携コーディネーターが日常の
産学連携活動の中で各教員の研究室訪問の際に、研究
シーズの個別データの作成や更新の働きかけを随時行
い、シーズ作成、情報発信の促進を図っている。また、情
報発信については平成23年度より前述の統一フォーマッ
トを活用して随時最新版にシーズを更新できるシステムを
研究者ＤＢ上に構築し、最新の研究成果を公表できるよう
にした他、市大ＨＰへの展開以外にも、市大・府大連携事
業の中で、両大学で共用できる研究者ＤＢを構築する予
定としており、現在そのシステムの最終校正段階に入って
いる。

【114】「特に進捗している」
理由が不明確。

研究者データベースにて当初予定されていなかった他の
システムとの連動や入力情報の抽出機能を付加し、今ま
で各課にてとりまとめていた情報をスムーズに提供するこ
とによる今後の情報発信ツールとしての機能向上を図っ
た。
新研究者データベースの主な改善点
①入力の効率化　　②英語による発信機能　③検索・集
計機能の強化　④地域貢献情報の充実　⑤教員活動点
検評価とのリンク　等

その他、医学研究科にて広報ワーキングを毎月1回開催
したことに加え広報誌「そよ風」の年3回の発刊、文学研
究科にて中期計画に予定されていなかった「英文ジャー
ナル」を刊行したこと、工学研究科にて広報チームの積極
的な情報収集・集約・発信活動により「最新成果の速報件
数」が前年の4倍以上となる等、全学として成果の質又は
量が当初の目標を上回ったこと、更には平成23年4月1日
に改正施行された学校教育法(第172条の二の2)におい
ての努力目標に関しても各学部のホームページや刊行
物による情報公開を既に実施しており、「特に進捗してい
る」とした。

・グローバルＣＯＥ採択
プロジェクト等に対する
支援を行う。

・H22.6.11、6.28開催の運営委員会審査を踏まえて、21世紀ＣＯＥプログラ
ムに450万円、グローバルＣＯＥプログラムに1,469万円を配分した。

17：500万円
18：3200万円
19：3600万円
20：3000万円
21：3060万円
22：1919万円

進捗している COEプログラムの配分は
大きく減額している。「おお
むね進捗している」が妥当
か？

COEプログラム支援については、補助期間及び補助期間
終了後の支援を行うこととしているが、補助期間終了後に
ついては、取組内容を元に支援方法を見直すこととして
いる。
平成21年度までは、全採択課題に対し、手厚く支援を
行ってきたが、次期中核研究課題への支援も必要である
ことから、当該資金による既存COE研究課題に対しての
支援の見直しを行った。
学長裁量経費等から、別途支援を行っており、妥当な評
価と考える。

<学長裁量経費による支援>
１）都市研究プラザへの支援
グローバルCOE経費（間接経費）削減に伴う予算措置
800万円
「国際ジャーナル（ＣＣＳ)」の編集・出版事業　　1231万円
２）数学研究所への支援
数学研究所運営経費、特に数学研究所の事務雇用経費
200万円

<重点研究経費からの支援>
１）都市研究プラザ　1468万円
２）数学研究所　　　 100万円
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【93‐2】・「研究シーズ
集2010」を作成しホー
ムページに掲載する。
【114】・各研究科は、
ホームページや広報誌
等を活用し、最新の研
究成果等を積極的に
情報発信するとともに、
研究者データベースへ
の教員の活動情報の
蓄積を推進する。
【135】・研究者データ
ベースの産学官連携
関係情報のコンテンツ
（研究シーズ）の充実を
図る。

【93‐2】・10月まで新産業創生研究センターの産学連携コーディネーターが
教員の研究シーズを収集・編集作業に取り組んだ。
・22年11月に研究シーズ集をホームページで更新した。
【114】・研究者データベースの入力・更新を6月、10月に全対象教員に依頼
し、教員活動にかかる最新データの収集を行った。収集データは、大学ホー
ムページにおいて研究者要覧として随時最新内容を公表している。
・研究者データベースについて、特許、社会貢献、国際交流といった近年の
動向に即した項目を追加するため、また教員活動点検・評価の活動報告書
作成に活用するため、システムの更新を行うこととし、仕様書作成、業者決
定、現データの移行等の作業を進めた。
・最新の研究成果等を大学のホームページに掲載するとともに、特に顕著な
功績が認められたものについては報道機関への情報提供を行うこととしてい
る。
・医学部附属病院ホームページの「市大病院の目玉」コーナーに新規記事
（6件）の掲載を行った。（22年度実績：9件）
・広報誌「そよ風」第11号を5月に、そして第12号を8月に発行し、12月には
第13号の発行を行った。
・より効率的な情報提供を行うために医学部附属病院のホームページのリ
ニューアルを行った。
・各研究科ともホームページや刊行物等により、最新の研究成果の情報発
信に取り組んでいる。
（文学研究科）都市文化研究センター英文オープンアクセスジャーナル
UrbanScopeをオンライン刊行。
（理学研究科）ニュースレターによる発信、研究科ＨＰでの随時の情報発信
（工学研究科）広報チーム主動で研究科ＨＰとデジタルサイネージによる積
極的な情報発信
（医学研究科）大学ＨＰの他、顕著な功績の研究を報道機関へ情報提供
（看護学研究科）各研究室のＨＰで研究成果の公表
【135】・4月以降、研究シーズの更新の準備を行った。
・11月に研究シーズを本学のＨＰに掲載を行った。
・従来、研究シーズ集の更新は2年に1度であったが、学内外者の利便性向
上を図るべく、今年度から随時更新を行うこととした。これに伴い、今後、研
究者の直近の研究内容を学外へ発信することが可能となる。

93-2
114
135

【114】について
・研究者データベースについて、当初予定に
なかった改善を行い、機能向上に努めた点な
ど、法人回答に示された実績から、当初目標
を大きく上回る成果を挙げたと判断する。

【114】について
第１回評価委員会に
おいて「特に進捗して
いる」とのご判断を得
たものと考えられる

【法人の自己評価で妥
当】

・２２年度の減額の主因は、間接経費の補助
がなくなるという国の制度変更によるものであ
り、学長裁量経費や重点研究経費を活用して
別途、支援に取り組んだとの、法人からの補
足説明もふまえ、法人回答に示された実績か
ら、当初目標を達成したと判断する。

第１回評価委員会に
おいて「進捗している」
とのご判断を得たもの
と考えられる

【法人の自己評価で妥
当】
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107

・特別研究のうち「都市
問題研究」については
応募件数（21年度22
件）の増加をみており、
さらなる研究の活性化
を図ることで、地域の科
学・技術の振興と自治
体政策課題への一層
の参画を進める。

・H22.5.7、6.9、6.23開催の運営委員会において、平成22年度都市問題研
究の募集方法、審査、採択について協議し、継続課題14件、新規課題86件
の採択を行った。
・審査基準において、「大阪市との連携研究」「その他公的機関等との連携
研究」について優先的に考慮することを明記し、自治体政策課題への参画
を支援する意味合いを強めた。
・11月16日～22日の期間において、、平成21年度終了の研究課題につい
て、成果発表のポスター展示会を実施した。

17：5400万円    18：4900万円
19：4400万円    20：4000万円
21：3700万円    22：3480万円

進捗している 研究成果の評価は実施し
ているか。（達成水準に研
究成果の評価と公表と書
かれている。）

毎年、継続研究については、経過報告書の提出を求
めており、次年度継続可否の評価を行っている。
終了研究については、成果報告書の提出を求めると
ともに、ポスター展示会を開催し、広く公表を行っ
ている。

第１回評価委員会に
おいて「進捗している」
とのご判断を得たもの
と考えられる。

【法人の自己評価で妥
当】

119

・専門家講座を含め、
参加者同志が交流をも
つことで、市民が興味
を持ち、生涯学習の
きっかけとなりうる多様
な講座の企画、実施方
法等を引き続き検証、
検討していく。

・各界で専門家として活躍中の本学卒業生が講師を務める「専門家講座」に
ついて、当センターの特徴をなす講座の継続実施等の検討のため、22年7
月に専門家講座企画委員会(本学卒業生有志が組織）を開催し、23年1-3
月専門家講座の企画等を決定した。
・各講座においては参加者にアンケート等を実施しニーズ把握を行い、運営
委員会や講師にフィードバックしている。
・平成22年8月講座からは、講師に対する事後アンケートも開始し、結果は
運営委員会にフィードバックして、講座企画の検討材料に加えている。

・11月、野村證券(株）との共催講座を開催(全4回）
・1～3月、専門家講座開催

・専門家講座、連携講座延べ受講者数
17  6,408人   18　4,996人
19  4,453人   20  4,359人
21  2,561人   22　1,703人

進捗している 延べ受講者数が年々減少
している。「おおむね進捗
している」が妥当か。

専門家講座は平成21年度より1・2・3月に実施月を変更
（従前は2・3・4月）したことによる講座日数の減、講師の日
程による減が相まって平成21年度より提供講座数が減と
なり受講者数も減となった。また、平成22年度より専門家
講座も有料化したことによりさらに減少したものである。
受講者数の減少だけをとらまえればご指摘のとおりである
が、参加者へのアンケート、さらに講師へのアンケートを
実施し、講座の内容や実施方法の充実を継続的に検討
している中で、22年度においても、よりニーズに沿った内
容のある充実した講座を提供しており、参加者からは好
評を得ていることも評価したものである。

第１回評価委員会に
おいて「進捗している」
とのご判断を得たもの
と考えられる。

【法人の自己評価で妥
当】

・商学部・経営学研究科では、大商、経済団体、企業等と大阪の経済活性
化について情報交換を行うなど交流している。

・各団体とのシンポジウムや刊行物、協定の新規締結の件数
18：5　　19：2
20：1　　21：1
22：0

進捗している・大阪商工会議所企業
経営支援委員との交流
協定に基づき、国際シ
ンポジウムでの共催ま
たは協賛を通じた交流
を推進するなど、経済
団体や官公庁との従来
の連携関係を維持促
進する。
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大阪商工会議所との交流
協定による国際シンポジウ
ムの共催又は協賛を通じ
た交流の促進が年度計画
になっているが、今年度は
各団体とのシンポジウムや
刊行物、協定の新規締結
件数がゼロなのに、「順調
に進捗している」と言える
のか？

３．その他

・2006年に大阪商工会議所(以下、大商)企業経営支
援委員会との交流に関する協定書を締結した。そし
て大商の支援で「大阪の中小企業金融に関する調査
報告書」を発行した(68ページ)。大商企業経営支援
委員会と共同で「大阪の産業集積と域内取引につい
ての調査報告書」(62ページ)を発行した。大商企業
経営支援委員会とシンポジウム共催(3月と11月)
・2007年に協同組合　関西ファッション連合との産
学交流に関する協定書を締結した。大商企業経営支
援委員会と共同で「域内取引・販路拡大についての
調査報告書」(62ページ)を発行した。
・2008年に財団法人　関西生産性本部との交流に関
する協定を締結した。
・商学部・経営学研究科では、2009年11月13日、大
商で、当所の協賛により国際シンポジウム「経営の
イノベーティブサステナビリティ」を開催した。
以上のように、商学部・経営学研究科は過去に国際
シンポジウム等を開催してきたので、順調に進捗し
ていると判断した。
確かに、昨年は国際シンポジウムの開催とその報告
書の発行はしなかったが、これを実施するには数百
万の予算が必要であり、予算削減と人削減の中で、
毎年開催は不可能である。しかしながら、毎年開催
されなくてもこれまでの実績で、順調に進捗してい
ると判断した。

・取組実績に記載している「情報交換を行うな
ど交流している」について、大阪商工会議所と
の連携に関しては、企業経営支援委員会副委
員長として教員が活動を行っているほか、経
済団体との連携に関しては、連携協定を締結
している協同組合関西ファッション連合とプロ
ジェクトゼミナール（商学部）を共催していると
の大学からの補足説明をふまえ、シンポジウ
ムの開催実績等はなかったが、別の手段で経
済団体等との連携を維持促進できており、当
初目標を達成したと判断する。

第１回評価委員会に
おいて「進捗している」
とのご判断を得たもの
と考えられる。

【法人の自己評価で妥
当】

・次年度継続可否の評価については、都市問
題研究運営委員会により決定するとの法人か
らの補足説明をふまえ、法人回答に示された
実績から当初目標を達成したと判断する。

・受講者の減少の原因は、講座数の減少や有
料化だけとは考えられず、大学ならではの特
色の打ち出しや広報の強化など、企画や実施
方法のさらなる改善が必要であると考えられ
る。



年度
計画
No.

平成22年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 備考第1回評価委員会での意見

・大阪商工会議所企業
経営支援委員との交流
協定に基づき、国際シ
ンポジウムでの共催ま
たは協賛を通じた交流
を推進するなど、経済
団体や官公庁との従来
の連携関係を維持促
進する。
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大阪商工会議所との交流
協定による国際シンポジウ
ムの共催又は協賛を通じ
た交流の促進が年度計画
になっているが、今年度は
各団体とのシンポジウムや
刊行物、協定の新規締結
件数がゼロなのに、「順調
に進捗している」と言える
のか？

・2006年に大阪商工会議所(以下、大商)企業経営支
援委員会との交流に関する協定書を締結した。そし
て大商の支援で「大阪の中小企業金融に関する調査
報告書」を発行した(68ページ)。大商企業経営支援
委員会と共同で「大阪の産業集積と域内取引につい
ての調査報告書」(62ページ)を発行した。大商企業
経営支援委員会とシンポジウム共催(3月と11月)
・2007年に協同組合　関西ファッション連合との産
学交流に関する協定書を締結した。大商企業経営支
援委員会と共同で「域内取引・販路拡大についての
調査報告書」(62ページ)を発行した。
・2008年に財団法人　関西生産性本部との交流に関
する協定を締結した。
・商学部・経営学研究科では、2009年11月13日、大
商で、当所の協賛により国際シンポジウム「経営の
イノベーティブサステナビリティ」を開催した。
以上のように、商学部・経営学研究科は過去に国際
シンポジウム等を開催してきたので、順調に進捗し
ていると判断した。
確かに、昨年は国際シンポジウムの開催とその報告
書の発行はしなかったが、これを実施するには数百
万の予算が必要であり、予算削減と人削減の中で、
毎年開催は不可能である。しかしながら、毎年開催
されなくてもこれまでの実績で、順調に進捗してい
ると判断した。

・取組実績に記載している「情報交換を行うな
ど交流している」について、大阪商工会議所と
の連携に関しては、企業経営支援委員会副委
員長として教員が活動を行っているほか、経
済団体との連携に関しては、連携協定を締結
している協同組合関西ファッション連合とプロ
ジェクトゼミナール（商学部）を共催していると
の大学からの補足説明をふまえ、シンポジウ
ムの開催実績等はなかったが、別の手段で経
済団体等との連携を維持促進できており、当
初目標を達成したと判断する。

第１回評価委員会に
おいて「進捗している」
とのご判断を得たもの
と考えられる。

【法人の自己評価で妥
当】



年度
計画
No.

平成22年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 備考第1回評価委員会での意見

140‐2

・工学研究科は、ＪＩＣＡ
研修を継続して行う。

平成22年度（第3回）中東地域太陽光エネルギーの発電技術(NO. J10-
04110/ ID. 1084069)研修を平成22年5月 31日から平成22年8月2日まで
行った。本年度は、アルジェリアから2名、イエメンから3名、エジプトから2名、
トルコから5名の合計12名の応募者の中からアルジェリア2名、イエメン2名、ト
ルコ2名、エジプト1名の太陽光発電・再生エネルギー関連の技術者7名を選
考した。本年度の7名の研修生達は、水準も高く当初計画以上の研修成果
をあげることができた。

平成22年11月下旬に、平成23年度の新規太陽光発電研修プロジェクト発足
依頼の打診があり、12月中旬までに研修幹事、講師陣と実施について相
談、調整の上、General Information原稿の作成を作製した。これに基づい
て、平成23年2月から3月にかけて在外公館を通じて研修生の募集、応募、
書類選考、研修実施協力企業の手配を含む平成23年度の研修準備を行っ
た。

・JICA研修生数
17 　5名　　　　18（実施せず）
19（実施せず）　20　 5名
21　 4名　　　　22　 7名

特に進捗して
いる

「研修成果も大きく今後の
充実も見込まれる・・・」が
判断根拠となっているが、
研修成果は具体的には？

22年度計画に対する取組実績で、『本年度の7名の研修
生達は、水準も高く当初計画以上の研修成果をあげるこ
とができた』および自己評価の判断根拠で『研修成果も大
きく』と記入した理由は、次の通り。

　当初計画では、太陽光発電技術の習得およびその普
及を目的とする研修を研修生に対して実施するという研
修コースであった。しかし、アルジェリアから参加のオラ
ン・モハメッド・ブイアフ大学講師、トルコから参加のイスタ
ンブール工科大学助教授は、帰国後、修得した技術のみ
ならず、研修コースの目標、研修コースのモットー(Simple
is the best and Seeing is believing)、カリキュラム、実習プ
ログラムを持ち帰り、アルジェリアとトルコの再生可能エネ
ルギーの太陽光発電教育プログラムとして活用し、人材
養成にも役立てている。これは、本学の研修内容のみな
らず研修システムをも学んで、自国の発展のために役立
ててくれていることを意味しており、望外の成果を生んだ
こととして喜びとともに自己評価した。

　また、このJICA研修プログラムを現在まで実施してきた
成果としても単なる研修に留まらない成果が得られている
と考え、特に進捗していると自己評価している。すなわ
ち、今まで、主として南太平洋地域および中近東諸国か
ら研修生を受け入れてきた。研修生は帰国後、太陽光発
電を行うプロジェクトを立ち上げているという実績がありま
す。ただ、その部分では日本はほとんど関与しておらず、
EUの補助を受けている。例えば、2005年研修生によるキ
リバスのプロジェクト、同じく2005年研修生によるフィジー
のプロジェクトがある。EUの補助で現地プロジェクトが動
いているということは日本の施策の問題であり、本学の力
が及ぶところではないが、ただ、プロジェクトを担える人材
を育てたという意味では大きな成果を上げていると考え
る。

第１回評価委員会に
おいて「進捗している」
とのご判断を得たもの
と考えられる。

【法人の自己評価で妥
当】

153‐2

・昨年に引き続き、肝
疾患診療連携ネット
ワークの拡充と「メディ
カルガイドおおさか肝
疾患診療連携ネット
ワークVol.2」を発行す
るとともに、市民への啓
発を目的として市民公
開講座を実施する。

・市民公開講座を1回開催。
・肝疾患に関する医療者向け研修会を6回開催。
　当初の実施予定回数が前年度と同じ3回であったが、平成22年4月に肝炎
治療医療費助成制度適用拡大、診療報酬の改定による新たな算定項目の
追加などがあり、地域の開業医や病院関係者からこれらの制度等を含む研
修会の開催を増やしてもらうよう要望があったため、最終的に6回開催するこ
ととなった。他の大阪府肝疾患診療連携拠点病院（大阪大、大阪医科大、
関西医科大、近畿大）と比較して、2倍以上の開催回数であった。
・おおさか肝疾患ネットワークVol.2 を3,000部発行。

特に進捗して
いる

「特に進捗している」の理
由は、当初の開催予定数
より多いことか？当初は3
回以上となっているので6
回は予定通り？

当初の予定が3回でしたが、6回開催したということ
で、「特に進捗している」と自己評価した。

第１回評価委員会に
おいて「特に進捗して
いる」とのご判断を得
たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥
当】

法人回答に対する異議は特になし。

法人回答に対する異議は特になし。



年度
計画
No.

平成22年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 備考第1回評価委員会での意見

特に進捗して
いる

新たな消防計画に基づく
自衛消防組織をおき、防
災訓練等も熱心に行われ
ているようだ。東日本大震
災に対応して、即、連絡会
議を設置し、義援金集約
や被災学生等への支援策
を検討したことで、「特に進
捗している」と自己評価さ
れているが、今回のような
突発的な事態に対応した
動きを「安全の確保等に関
する措置」として評価する
のは少し違和感を感じた。
計画の進捗とは別の次元
でとらえることのように思う。

「特に進捗している」と判断した根拠は、主に年度計画に
基づいて、全学が参加する大規模且つ、より実効力のあ
る防災訓練を行ったことに加え、災害だけでなくさまざま
な危機に対応する緊急連絡体制の整備や全学的な危機
管理規定を制定したことに拠る。
　東日本大震災に係る記述に関しては、業務実績報告書
の中に記述することが妥当と思われる項目が無く、また本
学としては広く社会に周知する業務実績報告書の中で未
曾有の大震災に対し、本学としての支援状況等の実績の
記載が一切無いというのも問題であると考え、委員ご指摘
のとおり、本来は計画の進捗とは別次元で考えるものであ
るが、業務実績という視点から特記事項という位置づけで
現項目の中で最も妥当と思われる取組み実績に記載し
た。
また一方で、こういった大震災に際し、速やかに全学的な
支援体制が構築され、被災公立大学への支援など独自
のとりくみができたことは全学的な危機管理が機能したと
判断できると考える。

・新たな消防計画に基づく自衛消防組織を学内で編成した。
・防火・防災意識の醸成を図り、災害時に迅速かつ的確な対応を行えるよう
にするため、新たに設置した自衛消防組織により、全教職員・学生が参加し
た防火・防災訓練を11月25日に実施した。
・防災訓練参加者数
19　 150人
20  1500人
21　3000人
22　3000人以上

・防災を含むさまざまな危機に迅速的確に対応するため緊急連絡体制を整
備するとともに全学的な危機管理規程を制定した。

・23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震に対応し、全学的な支援検討
体制として被災東北地方太平洋沖地震連絡会議を設置し義援金の集約や
被災学生等への支援策を検討した。さらに災害支援対策会議として拡充
し、各研究科の具体的支援策の集約や、総合大学の利点を活かして長期
的な防災研究体制等についても検討していくこととした。

＜東北地方太平洋沖地震連絡会議による成果＞
・学生、教職員等の安否確認は対象者146に対し3月23日に全員について
被災のない事を確認。
・入試に関しては特別措置を行うとしたが被災による申し出は無く、また、被
災により入学手続きができなかった者も無し。
・ＤＭＡＴ派遣は3月12日付で6名、15日付で2名を派遣。3月21日付で第一
次医療班6名、交代要員として24日付で第二次医療班5名、27日付で第三
次医療班5名を派遣した。
・人工透析患者の受入については健康福祉局が窓口となる形で南港におい
て総合医療センターと共同で対応し、看護師2名を派遣。
・本学における教職員を対象とした義捐金では3月18日付で義捐金募集を
実施。4月1日時点で大阪市立大学義捐金2,325,496円、附属病院
4,152,621円、学生ボランティア392,106円の合計6,870,223円を集めた。（附
属病院・学生ボランティア分については日本赤十字社に納付済）
・被災された学生への経済的支援としてあらたに入学料・授業料の震災減免
を検討。5月9日時点で入学料については2件、授業料については4件の申
請あり。
・学術情報総合センターにおける特別措置では東北大学学生1名による利
用あり。

213‐1

・防災訓練を実施し訓
練内容の検証を行うと
ともに、消防法改正に
応じた防災管理体制の
整備を進める。

・22年度は、当該時刻に実施している授業の
全てを対象に学生も含めた防災訓練を初めて
行うなど、全学的に本格的な訓練を実現する
ことができたという法人からの補足説明もふま
え、法人回答に示された実績と、そのうえで東
日本大震災にも適切に対応できたことから、
当初目標を大きく上回る成果を挙げたと判断
する。

第１回評価委員会に
おいて「特に進捗して
いる」とのご判断を得
たものと考えられる。

なお、22年度に新聞
報道された事故があっ
たことから【213】全体
として状況確認を要す
るため、第2回評価委
員会における大学か
らの意見聴取事項と
する。

【法人の自己評価で妥
当】


